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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “野党系のバリナス州新知事 マドゥロ大統領と会談” 

 

 

２０２２年１月１２日（水曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ等８カ国 国連での投票権を失う」 

「離反与党 CNE に罷免投票を申請」 

経 済                     

「アンソアテギ州で石油パイプラインが爆発 

～PDVSA 過激派勢力による攻撃と主張～」 

「２０２１年の自動車組み立て台数は８台」 

「Cepal ベネズエラの２２年 GDP は３％増」 

「Credit Suisse ２２年インフレ率は１５０％」 

社 会                     

「カラカス地下鉄で脱線事故」 

２０２２年１月１３日（木曜） 

 

政 治                    

「与党国会 活動を開始、８法案の議論を優先 

～犯罪調査委員会を組織、野党に圧力～」 

「マドゥロ大統領 野党バリナス州知事と会談」 

「露 ベネズエラへの軍隊派遣を否定せず」 

経 済                    

「キューバへの原油・食料輸出が増加」 

「２１年カラカス経済人は PwC Venezuela 代表」 

社 会                    

「西 故チャベス大統領元護衛を米国に移送」 

「専門性の高いベネズエラ人 自営業を好む」 
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２０２２年１月１２日（水曜）             

政 治                       

「ベネズエラ等８カ国 国連での投票権を失う」       

 

国連のアントニオ・グティエレス事務局長は、ベネズエ

ラを含む８カ国が国連での投票権を失ったと発表した。 

 

投票権を失った理由は国連加盟金の未納。 

国連規定では、加盟金を２年間支払わなかった国は投票

権を失うと定められている。ただし、「やむを得ない事

情がある」と認識された場合は投票権を維持する。 

 

グティエレス事務局長の説明によると、現在加盟金を２

年間支払っていない国は１１カ国。 

 

そしてコモラス、サントメプリンシペ、ソマリアの３カ

国は「やむを得ない事情がある」と認識されたようで、

投票権は留保され、残りの８カ国は、加盟金未払いで投

票権を失ったという。 

 

投票権を失った８カ国は、 

ベネズエラ、イラン、スーダン、アンティグアバーブー

ダ、コンゴ、ギニア、パプアニューギニア、バヌアツ。 

 

未納額が最も多いのはベネズエラで４０００万ドル。 

次いで、イランが１８００万ドル、スーダンが３０万ド

ルだという。 

 

ベネズエラは人権理事会のメンバーでもあり、米国の経

済制裁に反対する動きを主導していたが、この活動にも

影響が出ることが予想される。 

 

 

 

 

 

「離反与党 CNE に罷免投票を申請」                  

 

２０２２年に入ってから離反与党グループが大統領の

罷免投票を呼び掛ける動きが活発になっている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.700」）。 

 

１月１２日 罷免投票の実施を呼びかける離反与党グ

ループ「Mover」の代表、ニックメル・エバンス氏は「選

挙管理委員会（CNE）」に対して、罷免投票の電子申請

を行ったと発表した。 

 

Mover のバージニア・リベロ氏によると、今回の申請に

伴い、１月１７日に CNE 本部へ行き、必要書類などを

揃えて罷免投票の正式な申請を行うという。 

 

現時点でグアイド暫定政権は罷免投票を申請するかど

うか結論が出ていない。 

 

つまり、離反与党グループは、主要野党とは別で罷免投

票の申請を行っていることになる。 

 

筆者は２０２２年にグアイド暫定政権が罷免投票を申

請することはないと考えていたが、１月９日に行われた

バリナス州の知事選で野党候補が当選したことで、野党

は勢いに乗っており、罷免投票の申請に傾く可能性が少

し高くなった印象を受けている。 

 

仮にグアイド暫定政権が罷免投票を申請すると決めた

場合、離反与党グループと同時並行で罷免投票を申請す

ることになる。 

 

CNE が「別のグループが同時に罷免申請を行うことは

出来ない」と発表し、先に申請した離反与党グループを

優先し、暫定政権側の罷免投票の動きが阻害される可能

性も考えられるのではないだろうか。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a68e16a9003efe9da6388500136655d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a68e16a9003efe9da6388500136655d.pdf
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経 済                        

「アンソアテギ州で石油パイプラインが爆発         

  ～PDVSA 過激派勢力による攻撃と主張～」           

 

１月１１日夕方（１６時５０分頃） アンソアテギ州

Naricual 橋を通る石油パイプラインが爆発・炎上した。

消防隊や警察が消火を試みていた。 

 

爆発は現場から１０キロほど離れた州都バルセロナで

も目視できたという。 

 

翌１２日の午前７時になっても消火できていなかった

が、同日１１時頃には９５％の消火が完了したと報じら

れている。今回の事件で少なくとも３名が負傷したとい

う。 

 

事件後、アンソアテギ州のルイス・ホセ・マルカノ州知

事は「パイプラインから石油を抜き取ろうとして爆発が

起きたのではないか」との見方を示した。 

 

また、「PDVSA 改革委員会」は、ベネズエラの過激派グ

ループによる仕業と発表。ベネズエラを混乱させるため

意図的にパイプラインを爆発させたと主張している。 

ただし、現時点で正確な原因は判明していない。 

 

 

（写真）@mariabolivarc 

 

「２０２１年の自動車組み立て台数は８台」         

 

「ベネズエラ自動車部品生産者組合（Favenpa）」のオマ

ール・バウティスタ代表は、２０２１年のベネズエラの

自動車組み立て台数について、Mack 社のトラック８台

だけだったと述べた。 

 

「ベネズエラは歴史的に年間１０万台の自動車を組み

立てていた。組み立て時には国内の自動車部品が使用さ

れていた。昨年は１１月時点で８台しか組み立てされて

いない。我々にとって組み立て産業はほぼ消滅してしま

った。」と警鐘を鳴らした。 

 

バウティスタ代表によると、Covid-１９で生産が抑制さ

れた２０２０年でも１０７台の自動車が国内で組み立

てられていたという。 

 

ベネズエラには、Toyota、Mack、Iveco、Mitsubishi、

Chrysler、Ford、Chery、Encava の８社の組み立て工場

がある。GM も存在していたが、２０１７年４月に差し

押さえがあり（GM が自動車販売代理店との訴訟で敗北

し、工場の差し押さえ命令を受けた。政府の差し押さえ

ではないが、政府の関与があったと指摘されている）ベ

ネズエラから撤収した。 

 

「Cepal ベネズエラの２２年 GDP は３％増」         

 

１月１２日 国連「ラテンアメリカ・カリブ経済委員会

（西名 CEPAL）」は、２０２２年のベネズエラの経済成

長率について前年比３％増との予想を発表した。 

 

なお、ラテンアメリカ・カリブ海全体の GDP 成長率は

同２．１％増、南米の GDP 成長率は同１．４％増と予

想しており、ベネズエラは全体の平均よりも高い経済成

長を予見されている。 
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なお、南米地域で最も高い経済成長を予見されているの

はパラグアイで３．８％、次いでコロンビアが３．７％、

ボリビアが３．２％、ウルグアイが３．１％、ペルー・

ベネズエラが３．０％と続く。 

 

南米の経済成長を押し下げたのはブラジル。ブラジルの

経済成長は同０．５％と予想されている。 

 

 

（写真）Cepal 

 

「Credit Suisse ２２年インフレ率は１５０％」                  

 

投資銀行「Credit Suisse」はベネズエラの経済見通しを

更新。２０２１年の GDP 成長率について、５．５％増

を８．５％増に上方修正した。 

 

２１年の GDP を上方修正した理由は、石油産業の回復。

同社の分析によると、２０２１年の石油産業は前年比９

～１０％増と認識している。 

 

なお、「ウィークリーレポート No.232」でも触れたが、

筆者も２０２１年のベネズエラの石油産業の状況は２

０年当時から改善したと理解しており、プラス成長だっ

たと理解している。 

 

 

 

また、２０２２年の GDP 成長率について、今のベネズ

エラの情勢が今後も安定的に続くのであれば、前年比４．

５％の成長が期待できると予想した。 

 

ただし、債権回収の可能性については「マドゥロ政権が

安定しデフォルト問題について動きが予見できない」と

の理由から「かなり低い」との見解を示した。 

 

マドゥロ政権は引き続き債務を履行する意思を維持し

ており、債権者との交渉を求めているが、マドゥロ政権

との債務再編は米国の経済制裁に抵触するリスクが高

く、債務再編は困難との見方を示した。 

 

また、２０２２年のインフレ率について「日常生活での

外貨の普及、物不足の緩和は物価に良い影響を与える」

として、前年比１５０％増と予想。２０２１年の６８

６％（中央銀行公表値）からインフレが抑制されるとの

見通しを示した。 

 

社 会                        

「カラカス地下鉄で脱線事故」           

 

１月１２日 カラカス地下鉄２号線の Caricuao 駅付近

で電車の脱線事故が起きた。脱線により電車は停止し、

１５台のバスが乗客を運んだという。 

 

（写真）@mahokstroo、@metrocomunidad 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab7fb973864003e1e0da84d19b80ae44.pdf
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２０２２年１月１３日（木曜）              

政 治                       

「与党国会 活動を開始、８法案の議論を優先     

   ～犯罪調査委員会を組織、野党に圧力～」        

 

１月１３日 与党国会は正式に国会の活動を開始した。 

 

国会３役（議長・第１副議長・第２副議長）については、

「ベネズエラ・トゥデイ No.699」で紹介した通りだが、

国会のテーマ別委員会の代表も決まったので主要な委

員会の代表を紹介したい。 

 

内政委員会： ペドロ・カレーニョ（与党） 

外交委員会： ティモテオ・サンブラーノ（野党） 

国家安全保障委員会： ヘスス・チュリオ（与党） 

教育医療技術委員会： リカルド・サンチェス（与党） 

自国統合委員会： イリアナ・メディナ（与党） 

 

外交委員会の代表が、野党「Cambiemos」のティモテオ・

サンブラーノ議員なのは興味深い。彼は元 「々新時代党

（UNT）」の党員で、主要野党ともコンタクトが可能な

人物である。 

 

また、１月１３日 ２０２２年に国会で議論する法案に

ついて承認した。ここで名前が挙がった法律は２０２２

年中に中心的に議論される法律と思われるため、名前が

挙がった法律を紹介したい。 

 

１．最高裁組織法 

２．コミューン都市組織法 

３．国家コミューン議会組織法 

４．特別経済地域法 

５．大規模送金法 

６．公共購入法 

７．保健活動法 

８．大量殺人・人道的な犯罪特別法 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は演説で、「２０２２年も

国家の資産を奪還する活動を維持する」と宣言。 

 

「ベネズエラの正常な活動を妨害した行為を調査する

特別委員会を数日内に組織し、彼らが犯した犯罪を国会

で報告する」と発表。野党への追及を強化する姿勢を示

した。 

 

「マドゥロ大統領 野党バリナス州知事と会談」         

 

１月９日に行われたバリナス州知事選で主要野党

MUD が推薦したセルヒオ・ガリド候補が当選した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.700」）。 

 

１月１３日 セルヒオ・ガリド新知事は、州予算を申請

するため大統領府を訪問。マドゥロ大統領と会談した。 

 

会談前にガリド新知事は記者に対して、 

「私はカラカスに行きニコラス・マドゥロと面談する。

バリナスの問題を解決するための資金を申請する必要

があるからだ。批判があることは理解している。 

しかし、私は全てのバリナス州民の知事になる。そこに

は私を支持しなかった州民も含まれる。問題を解決する

ために仕事をする必要がある。」とコメントした。 

 

 

（写真）大統領府 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/81ae4c646cd7c2ac7c1069fc6e05a3fe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a68e16a9003efe9da6388500136655d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a68e16a9003efe9da6388500136655d.pdf
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また、インタビュー番組に出演。 

司会者から「ベネズエラの大統領が誰だと考えている

か？」と聞かれると 

「グアイドは世界が暫定大統領だと認識している。 

ただ、地に足をつけなければいけない。現実を見れば、

マドゥロが大統領として行政を担っている」 

と回答した。 

 

「露 ベネズエラへの軍隊派遣を否定せず」           

 

１月１３日 ロシアの Sergei Ryabkov 副外相は、米国

と「北大西洋条約機構（NATO）」が、ロシアとウクラ

イナの同盟関係強化を阻害していると指摘。 

 

仮に米国と NATO がロシアへの圧力を強化するのであ

れば、ロシアはキューバとベネズエラに軍隊を派遣する

可能性があることを示唆したと報じられている。 

 

この記事について、ロシアがわざわざ国際社会の警戒を

招くような発言をするのかと疑問に思い、記事の出所と

なっているインタビューを確認したところ少しニュア

ンスが違うように見えた。 

 

問題のインタビューは編集されていて、全てを見ること

は出来なかったが、映像を見る限り、Ryabkov 副外相は、

「キューバとベネズエラに軍隊を派遣する可能性」につ

いては明言しておらず、「それは否定も肯定も出来ない」

としか言っていない。 

 

記者が「キューバとベネズエラに軍隊を派遣する可能性」

について質問し、副外相が「それは否定も肯定も出来な

い」と回答したように見えた。 

 

そうだとすれば、拡散されている記事は意図的に誤解を

招こうとしているように感じる。 

 

 

経 済                       

「キューバへの原油・食料輸出が増加」            

 

「ロイター通信」は、ベネズエラがキューバに食料とガ

ソリンの輸出を増やしていると報じた。 

 

２１年１１月末から１月初旬にかけて、PDVSA は１９．

７万バレルのガソリンやその他石油製品を積んだタン

カーを３度キューバに輸出したという。 

 

２０２０年からベネズエラはキューバ向けのガソリン

輸出を最小限に抑えていたが、最近ベネズエラ国内製油

所のガソリン精製量が回復していることからキューバ

へのガソリン輸出を増やしたという。 

 

ロイターによると、２０２１年のキューバ向け原油・石

油製品輸出量は日量５６，３００バレルに減少（前年は

日量７６，６００バレル）、石油コークスは７３，００

０メートルトンに減少（前年は１００，０００メートル

トン）したという。 

 

また、１２月からベネズエラは人道支援の名目で食料が

入った２２２コンテナをキューバに輸出し始めたとい

う。 

 

「２１年のカラカス経済人は PwC Venezuela 代表」         

 

「カラカス工業サービス商工会」は、同商工会役員の全

会一致で「２０２１年の経済人」にペドロ・パチェコ・

ロドリゲス氏を選んだ。 

 

ロドリゲス氏は、コンサルタント業を３０年間続けてお

り、現在は「PwC Venezuela, (PricewaterhouseCoopers) 

Pacheco Apostólico y Asociados」の筆頭役員を務めてい

る。 
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パチェコ氏の２０２１年の偉業は、ベネズエラのブラン

ド向上のための「Fundacion MarcaVenezuela」という財

団の創設。また、「ベネズエラ抗がん団体」の副代表に

も就任、「ベネズエラ米国商工会（Venamcham）」の部

長、「ベネズエラ工業連合会」のアドバイザーを務めて

いる。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                       

「西 故チャベス大統領元護衛を米国に移送」            

 

スペイン議会は、故チャベス元大統領の護衛を務めてい

たアドリアン・ベラスケス氏を米国に引き渡すことを決

定。ベラスケス氏から引き渡しを拒絶する旨の申請が提

出されたが、その申請を棄却した。 

 

ベネズエラ政府高官の汚職は、親族や知人が名義を貸す

ことが多く、護衛として信頼されていたベラスケス氏が

汚職に関与していた疑惑が以前から存在していた。 

 

特にベラスケス氏の汚職疑惑は、ベネズエラ民放

「Globovision」のオーナーで米国から個人制裁を受け

ているラウル・ゴリン氏に関連するものと報じられてい

る。米国政府はゴリン氏が外貨両替の承認を優先的に受

けるために、故チャベス政権高官に賄賂を支払っていた

と疑っている。 

 

 

「専門性の高いベネズエラ人 自営業を好む」         

 

経済調査会社「Econometrica」のアレハンドロ・サンチ

ェス氏は、「Fedecamaras Radio」のインタビュー番組に

出演。 

 

専門性の高いベネズエラ労働者は会社で雇用されるよ

りも自営業を好んでいると述べた。 

 

現在の従業員の給料は少なく、会社で働くよりも個人で

働いた方が多く稼げると指摘。 

 

また、社内で業績を上げても、それに見合った報酬は得

られず雇用された状態では、労働インセンティブが働か

ないと指摘した。 

 

加えて、雇用する側も労働法が過度に労働者保護的なの

で新たな雇用を雇わず、求人が少ないと補足した。 

 

以上 


